
360

http://alce.jp/journal/  ISSN：2188-9600

論文

非ネイティブスピーカー志向の第二言語習得
日本人英語学習者 Aの語りの分析を通して

山元　淑乃 *

（琉球大学国際教育センター）

第 17 巻（2019）pp. 360 - 382

概要

本稿は，教育現場に浸透しているとされる「ネイティブスピーカー志向」の第二言語習

得が抱える問題を背景に，「非ネイティブスピーカー志向」の第二言語習得の実態を探

索的に解明することを目的とする。その一事例として，あくまで非ネイティブスピー

カーとして適切な話し手であろうとする態度を一貫して保持してきた，ある日本人英

語学習者Aの英語習得に関するライフストーリーを少年期まで遡り，その学習環境や

志向がどのように影響し合って学習がなされたかを分析した。また学習の過程で，A

が英語でどのようなキャラクタをどのようにして獲得したかについても検討した。そ

して，それらを総合的に考察することにより，Aによる非ネイティブスピーカー志向

の学習について以下の4つの特徴を記述した。(1) 第二言語でのキャラクタを意図的に

設定して演出し，それを省察する。(2) 第二言語の文化に敬意を持ち，改まりと丁寧さ

を重視する。(3) 何語であるかに関わらず言葉を大切に，構造を正確に使用する。(4) 

伝えたいメッセージを明確に持つ。
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1．研究の背景と目的

従来の第二言語1教育では，目標言語のネイティ

ブスピーカー（以下NS）が理想のモデルとされ，そ

れに近づくことが学習の目的となっていた。「NS

本研究は JSPS科研費 JP19K00741の助成を受けたもの
です。
* E-mail: ysn@lab.u-ryukyu.ac.jp

1　本稿では，「第二言語」を「いわゆる「外国語」も含む，
その人が母語（第一言語）を習得した後に，あらためて
学習し使用することができるようになった母語（第一言
語）以外の言語」という意味で用いる。

のように英語が話せるようになりたい」「英語は

NSから習うべきだ」といった強い志向はnative 

speaker fallacy（Phillipson，1992），native-speakerism

（Holliday，2006），「ネイティブスピーカー信仰」（森

住，2012）など（以下，本稿ではそれらを「NS志向」

と呼ぶ）と呼ばれ，その悪影響が，英語教育研究

の分野で批判されるようになってきている（山田，

2005；大津，江利川，斎藤，鳥飼，2013；など）。例

えば，Pavlenko（2003）は，NSに対して萎縮したり，

会話の失敗を自分のせいにしたりする学習者の心理

を指摘し，鳥飼（2011）はNS志向が日本人の劣等感
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を生み出すと述べている。さらに，極端な例ではあ

るが，韓国で英語の発音を良くするために親が子ど

もの舌を手術するという事態まで報告されていると

いう（金谷，2008）。

このような問題に対し，第二言語習得研究におい

て，NSを目指すことを目的とした従来の教育が批

判され，モデルとすべきはNSではなく成功した第

二言語学習者（successful L2 learner）であるという

主張（西口，1999；Cook，2002；など）や，「そもそ

もNSとは何か」を問い直す動き（大平，2001）もあ

る。また，世界各地で多様な地域変種として発達

した「世界諸英語（world Englishes）」を肯定的に捉

えることの必要性も説かれている（本名，2013；な

ど）。英語を国際共通語（international lingua franca）

（鳥飼，2011）として捉えて，NSの真似をするので

はなく「通じる英語」を目指すべきだという指摘も，

小学校の英語教科化や音声指導のあり方など，英

語教育の様々な問題と共に議論されている。また，

Kramsch（1986）をはじめとする一連の相互行為能

力（interactional competence）に焦点を当てた研究

では，主に談話分析的な手法を用いて，NS・NNSと

いうアイデンティティが，相互行為の中で動的に協

働構築される様子が分析され，NSとNNSという二

分法を前提とする従来の第二言語習得研究に疑問を

投げかけている。

しかしながら，このような研究による知見の蓄積

にもかかわらず，教育現場では「NSのように話し

たい」と強く願う学習者の志向をNS教師が後押し

したり，その志向によって学習者が非ネイティブス

ピーカー（以下NNS）教師を軽んじたりするといっ

た，NS志向が根強く蔓延しているとされる。例え

ば，津田（2005）は雇用等におけるNNS差別の実態

を報告している。また，花元（2010）は，日本人が英

米語のみを標準語と考え，その他の変種，特に日本

語の影響を強く受けた英語に対して否定的な態度を

示すと述べている。第二言語学習者の中には，NNS

であることが気付かれないほどNSに近づく者も存

在するが，それには高い言語適性（音韻的能力・記

憶力・言語分析能力）や特殊な環境が必要であり，

特に日本のEFL（English as a Foreign Language）環

境では，目標（NS）にほど遠い現実を目の当たりに

して学習を諦めたり，自己卑下に陥ったりする学習

者が多いのが，現実である。

また近年の，社会的構成主義2のパラダイムに基

づいた第二言語習得研究においては，「アイデン

ティティ」をキーワードに，第二言語学習者を取り

巻く社会的な権力などの文脈を取り入れた研究が進

み，学習者が第二言語で多面的で流動的なアイデン

ティティを（再）構築していく様子が分析されてい

る（Norton，2000；Kinginer，2004；中山，2016；な

ど）。そこに登場する学習の多くも，NS志向に基づ

いていることが少なくない。例えば，中山（2016，

p. 128）に登場する韓国人日本語学習者 JIN君は「目

標じゃないんですけど，ただ自然に，日本人がしゃ

べるようにはしゃべれたらいいなって思うのはある

んですけど」と述べている。Kinginger（2004）に登

場する米国人フランス語学習者Aliceも，授業でフ

ランス語の上達を感じているにもかかわらず，自分

の話し方に満足できず，“ I am not completely happy 

with the way I talk. I hate that.”と述べており，Alice

がNS志向を持ち，「完璧な」フランス語を話そうと

していると考えられる。筆者がこれまで接してきた

第二言語学習者の多くも，目標言語のNSをモデル

としており，その学習にはしばしば挫折を伴ってい

た。筆者自身も日本の英語教育を受け，NS志向を持

つ英語学習者であった。7年の欧州滞在を通して少

しずつそれから解放されたと感じていたが，その過

程には多くの無駄な労力や挫折経験があった。

筆者はこれまで，第二言語学習者による目標言語

でのキャラクタ（現代の若者を中心に「キャラ」と

呼ばれているもの，詳細は後述）獲得に関する研究

2　social constructivismの訳語（大谷，2008b）で，研究
者が「現実」をどう捉え，どう研究するのかという認識
論的立場（パラダイム）の1つとして，現実を社会的に
構成されると捉えるもの。「社会構成主義」（ガーゲン，
1999/2004），「社会構築主義」などとも訳される。
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において10名の研究参加者に対するインタビュー

を行い，そのうちの3名3が，はじめからNS志向を

もたず，快適に第二言語を習得していることに気づ

いてきた。このような第二言語学習者が，NSらしく

話すことを目指すのではなく，NNSとしてのアイデ

ンティティを肯定し，それを活用しながら学習する

ようになった過程と背景はどのようなものであろう

か。かれらの学習の実態を探り，第二言語教育に活

用することで，学習者はNS志向から解放され，萎

縮せず，自己否定に陥ることなく，自らの長所を肯

定的に評価して学習を進めることが可能になるので

はないだろうか。それが本研究のきっかけとなった

問いである。

ところでこのような，NSらしく話すことを目指

さない第二言語学習者たちは，NSのように流暢に

話さないにもかかわらず，伝えたい内容が明確に伝

わり，丁寧で感じがよいと筆者には感じられた。こ

のことは，上記3名の発話を聞いたNSとNNS複数

名により確認されているが，これはかれらが第二言

語で表現する「キャラクタ」にもよるものではない

かと考えられた。キャラクタとは，上述のように，

現代の若者を中心に「キャラ」と呼ばれているもの

で，社会学的観点（土井，2009；瀬沼，2007；本田，

2011；など）や，心理学的観点（千島，村上，2016；

小川，佐々木，2018；など）などから，様々な「キャ

ラ」の定義に基づいて，学校等の集団内で現代の若

者がキャラを表現したり，それにストレスを感じた

りする様子が議論されている。本稿では，キャラク

タが表現される言葉や身振りなどについて言語学

的観点から研究された，定延（2011）の定義を応用

し，「キャラクタ」：「現代日本の若者に限らず，意

図の強さの度合いや他者との関係性の有無にかかわ

らず，社会的には変わらないことが期待されている

が，実際は状況によって変わる，人間が自分や他者

を「自分／あの人は◯◯な人」だと直感的に認識す

3　本稿の研究参加者Aはこのうちの1名であり，他の2
名についても別稿で議論する予定である。

る人物像」と定義する。日本語教育における，学習者

を対象とした調査に基づいたキャラクタに関する研

究（林，2007；宿利，ほか，2015；など）では，日本

語学習者にとって適切なキャラクタの選択は容易で

ないとされている。また，三代（2015）は「「キャラ」

は他者から見られたい自分であり，自分で交渉し選

択できるアイデンティティである」（p. 133）と述べ，

日本で働く中国人元留学生が「外国人としてのキャ

ラ」をいかして交渉をこなしている様子を報告して

いる。

以上のような背景を踏まえ，本稿では，NSらしく

話すことを目指す「NS志向」に対して，必ずしもNS

らしく話すことを目指さない姿勢（NNSらしく話す

ことを目指すものではない）を「非NS志向」と位置

づける。そして，非NS志向の第二言語習得の実態

を探索的に解明することを目的とする。その一事例

として，あくまでNNSとして適切な話し手であろ

うとする態度を一貫して保持してきた，ある日本人

英語学習者（以下Aとする）の英語習得に関するラ

イフストーリーを少年期まで遡り，Aの学習環境や

志向がどのように影響し合って学習がなされたかを

分析する。また学習の過程で，Aが英語でどのよう

なキャラクタをどのようにして獲得したかについて

も検討する。そして，それらを総合的に考察するこ

とにより，Aによる非NS志向の学習の特徴を記述す

る。なお，本研究ではNSをあくまで「母語または第

一言語のスピーカー」と定義し，伝統的な言語学に

おける定義のような，「その言語の「有能」もしくは

「理想的な」話し手」とは捉えていないことを明記し

ておく。

2．研究参加者と研究方法

2．1．研究参加者Aの属性と英語能力

研究参加者は，60代の日本人男性Aで，Aと筆者

は，研究上の議論を頻繁に行う関係である。Aは大

学教授であるが，言語に関する領域を専門とする研
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究者ではない。しかしAは国内外での英語による複

数の国際会議で座長を務めたり，英語圏の複数の大

学の連続的なインタビュー調査を英語で行ったり，

外国の大学や政府機関に招聘されて英語でセミナー

等を実施したりしている実績がある。Aは招聘研究

者として30歳代後半と50歳代前半の各1年，英語圏

の大学に滞在したことがあるが，それまで留学経験

はない。Aの英語力を評価するエビデンスは複数存

在するが，その一つに，Aが英国で行った講演の聴

衆であった，BBC（British Broadcasting Corporation）

の日本人記者から送られたコメント「ご講演は，内

容も英語も話術も素晴らしく，学ぶところがとても

多かったです。質疑応答でも指摘がありましたが，

先生のご講演は論理が極めて明確で，とても分かり

やすかったのが印象的でした。」がある。この引用の

「質疑応答でも指摘がありましたが」というのは，聴

衆の英国人による指摘であり，このように日本人だ

けでなく英国人からも講演が評価される点でも，A

の英語運用能力は一定程度高いといってよいと考え

られる。

2．2．研究方法

本研究は社会的構成主義のパラダイムに基づい

て，多様な現実を肯定し，語り手の主観的な世界に

注目し，研究参加者と研究者が共同で「協同構築テ

クスト」としての「ナラティブ（物語）」を紡ぎ，そこ

に研究者による主体的解釈を加え，個別具体的な心

理を記述する立場を取る。つまり，インタビューと

いう相互行為を通して，Aのライフストーリーとい

う「ナラティブ（物語）」を再構築し，筆者が先行研

究を参照しながらそれを解釈していくことで，Aが

英語を習得した過程を明らかにしようとする。

Aに関するデータ採取は，質的研究における「ブ

リコルールおよびキルト職人としての質的研究者」

（デンジン，リンカン，2000/2006）として，様々な

機会を捉えて多様な方法を用いるという立場から，

対面のインタビューではなく，インターネット上に

SCATのワークシート（本論末に付表として抜粋を

示す。）を共有し，「テクスト」の列を両者が書き込

む形式で行い，その内容を随時分析しながら，双方

が適宜書き込みを続けた。この方法を採用した理由

は，筆者とAの間にすでに研究上のラポールが構築

されており，Aが自己を省察してそれを言語化する

ことに慣れており，Aには既に第二言語学習に関し

て明確な価値観があるため，この方法が最適である

と判断したからである。このインタビューでは，音

声データの文字化の労力が不要になる以外に，すで

にインタビュイーによる一定の推敲と深い言語化が

なされていること，関連するテキストをコピー＆

ペーストできるため，短期間で情報量の多い，証拠

に基づくやりとりが可能になることという利点もあ

る。また，Aは筆者による分析過程も随時見ること

ができるため，その妥当性を問うことも可能であっ

たが，実際には分析についての発言はなかった。

Aとのインタビューは201X年412月から翌年5月

まで行った。Aによる書き込みは不定期であり，数

日間継続して行われる時もあれば，しばらく時間を

おいてから行われる時もあった。筆者は，ワーク

シートが更新された時はすぐに分析し，そこから浮

上した疑問点やさらに追究すべき点について質問を

続け，Aによる回答を待った。Aは非常に積極的に

研究に参加し，必ずしも筆者の質問を待たずに，自

ら様々なトピックを提示して精力的に書き込みを継

続した。データの総文字数は33,052字，総発話番号

数（ワークシートにおける発話のセルの数）は107個

であった。このインタビューデータ以外にも，Aに

関する他者からの情報について，Aに提供を依頼し，

研究倫理を十分に考慮しながら分析対象とした。ま

4　調査年や年齢を詳述すると研究参加者が特定されや
すくなるため，研究参加者の匿名性の保持のために，本
研究ではあえて詳述しない。
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た，フォーカスグループ5（以下FG）を実施し，Aの

日本語と英語のキャラクタの同定を試みた。この

FGで得られた結果も，本稿の分析の根拠の1つとし

て使用している。以降の引用はワークシートの記述

をそのまま採用し，Yは筆者を，［　］は語りの部分

的引用を，「アルファベット：」で始まる段落は語り

のまとまった引用を表す。また，研究参加者の匿名

性を高めるため，出来る限り内容を変えないよう最

大限に配慮し，変更を加えた箇所がある。なお，研

究参加にあたって，書面と口頭で研究の趣旨と研究

者の守秘義務に関する説明を行い，書面による同意

を得ている。

データの質的分析には，SCAT（Steps for Coding 

and Theorization）（大谷，2008a，2011）を用いた。

SCATは医療研究を中心にきわめて多様な分野で使

用されているが，近年は日本語教育研究にも多く用

いられており（古屋，金，武，2015；山内，2017；な

ど），いっそう幅広い領域に渡って活用されている。

SCATは，

マトリクスの中にセグメント化したデータを

記述し，そのそれぞれに，〈1〉データの中の着

目すべき語句，〈2〉それを言いかえるための

データ外の語句，〈3〉それを説明するための

語句，〈4〉そこから浮き上がるテーマ・構成

概念，の順にコードを考えて付していく4ス

テップのコーディングと，〈4〉のテーマ・構

成概念を紡いでストーリーラインを記述し，

そこから理論を記述する手続きとからなる分

析手法である。（大谷，2011，p. 155）

ストーリーラインとは，「データに記述されてい

5　質的データ採取方法の一つで，ある焦点化された
テーマに対して，経験や背景などが類似した者によるグ
ループを指す。そのグループのディスカッションによ
り，コンセンサスを導き出すことではなく，多様な見解
を生み出し，共通性を持つ者同士の相乗効果によって
ディスカッションを展開させ，より深みのあるデータ
を得ることを目的とする。なお，本FGについては山元
（2018）で詳細に述べているため，本稿ではその概要の
みを示す。

る出来事に潜在する意味や意義を，主に〈4〉に記

述したテーマを紡ぎ合わせて書き表したもの」（大

谷，2008a，p. 32）であり，ストーリーラインから重

要な部分を抜き出して，理論を記述する。本稿では

ここで得られた理論を用いて，Aの非NS志向の特

徴を提示することを試みる。SCATの優れている点

は，データから概念構築までの段階で，得られたナ

ラティブに研究者の主体的解釈を加えていくことが

可能で，その過程が明示されていることである。ま

た本研究のような解釈的な質的研究（interpretive 

qualitative study）では，あくまでデータに基づき，

それに対して探索的な姿勢を維持しながらも，積極

的に研究者の主体的検討を交えて踏み込んだ解釈を

試みる。そして分析の妥当性を得るため，必ずその

解釈を支持する先行研究を引用して仮説的に提示

し，引用ができなければその解釈からは撤退すると

いう立場を取ると，筆者は理解しており，それを心

がけている。筆者は，概念化を支持するための先行

研究の知見をSCATの〈3〉（付表内「左を説明するよ

うなテクスト外の概念」）に記入している。

なお筆者は本研究開始当初，Aの日英間で変化す

るキャラクタに興味を持ち，その獲得過程を解明す

べく，調査を行っていた。つまり，筆者にはAが非

NS志向であるという構えはなかった。分析を通し

て，AがNS志向を持っていないことに気づき，その

観点からAの態度を検討し，その特徴をまとめて，A

の非NS志向と捉えることにした。

3．Aのライフストーリー

3．1．少年期における英語話者との接触経験

ここからは，Aの子供時代からのライフストー

リーを構築していく。Aは，小学校4年生のころ米

軍基地のある土地に住んで電車通学をしており，駅

で若い米国軍人に，何度か英語で話しかけられる経

験をする。

A： その人たちに英語で何か聞かれるのですが
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【中略】そういうとき，英語が話せたらいいな

あと思ったことは記憶しています。それが，

その後の英語への関心の背景にあったという

自覚は，当時からありました。それで，英語

の勉強は苦にならないというより，まったく

勉強なんかしなくても，趣味のことはどんど

ん記憶してしまうように，どんどん記憶して

しまっていました。

この経験は，数回のものであったにも関わらず，

Aはそれを現在も鮮明に記憶しており，それが［そ

の後の英語への関心の背景にあった］［英語を理解

したいという原動力になった］と感じている。この，

少年期における英語話者との印象深い接触経験が，

Aの英語によるコミュニケーションに対する，淡い

が持続的な欲求をもたらし，後の英語学習の動機に

なっていることが考えられる。またこの接触の際，

Aは［英語が話せたらいいなあ］と感じているが，そ

の時英語が話せなかったことについて屈辱や劣等感

を感じていない。Aに接触したアメリカ人たちも，

丁寧で友好的であった。つまりAが少年期に経験し

た，英語話者との友好的な接触が，後のAの非NS志

向に影響を与えている可能性も考えられるが，それ

については4．5．で再度検討する。

3．2．青年前期（思春期）における，英語の多量のイ

ンプットとアウトプット

Aは高校入学まで［勉強なんかまったくしていな

かった］と述べており，無意識的な楽しむ活動がA

の英語学習であったと考えられる。その活動の一つ

として，Aはこの時期に英語の歌を繰り返し聴き，

一緒に歌い，自然に暗記し，そこから語彙や文法も

習得した。

A： 中学の時代に，家にあった米国人歌手のアル

バムを繰り返し聞いて，歌を暗記してしまい

ました。歌には倒置がたくさん出てきますの

で，文法的に「倒置」なんて概念がないのに，

当時からまったく問題なく理解できました。

Y： なぜ，誰から命令されたわけでもないのに暗

記するほど聴いていたのですか。

A： たぶんそもそもクラシック音楽が好きでした

から，それと通底するような映画の主題歌や

米国のポピュラー音楽が好きでしたし，その

音楽に大好きな英語がついている英語の歌が

好きだったのではないかと思います。英語の

歌詞は趣きがあって豊かだし，日本語には無

いような表現があるし，そういう意味でいろ

いろ面白かったのではないかと思います。

日本の英語教育においては「読む」「聴く」という

インプットの不足が英語運用能力向上を妨げている

と指摘される（萩野谷，2013；など）が，Aはこの活

動により，英語の多量のインプットとアウトプッ

トを行っていた。そして「歌は無意識のうちに頭に

残り，長くその位置を占め」（田邉，2004における

Murphey，1992の引用。翻訳は田邉による），歌を

使用した英語学習の効果の有用性は認識された（田

邉，2004）とされていることから，インプットとアウ

トプットが歌であったことも，Aの英語習得に貢献

した可能性がある。また，Aが聴きながら歌ってい

た歌の歌詞には，古典的な語彙や表現が多く使われ

ている。Aは後に英語NSに対してそれらの表現を

使用して驚かれた経験を，肯定的に捉えている。

A： 格式張った英語の方がいいと思っていること

のもう一つの背景は，もともと私は英語の歌

から英語の表現を学んでいたので，歌に出て

くる古い表現を知っていて，逆に言えばそれ

しか知らなくて，それを使って感心されたり

した経験があることかもしれません。

またAはこの活動により，歌から英語の綴りと発

音の不規則な関係も習得している。

A： 「islandと書いてアイランドと読むのか！」と

いうようなことも知ることができて面白かっ

たです。（発音と綴りの関係を）歌から知るこ

とができたので，歌詞の理解や一緒に歌うこ

とが難しすぎるなどと思ったことはまったく

ありませんでした。



366

非ネイティブスピーカー志向の第二言語習得　山元淑乃

さらに，以下の語りは，Aが歌の英語の発音を一

生懸命習得しようとしていた記憶が，インタビュー

によって掘り起こされた記述である。

A： 特に，ハリー・ベラフォンテのScarlet Rib-

bonsという歌の ribbonsの発音は，日本語の

リボンと違うし難しいと思って，同じように

言えるように，なんども言ってみたのを思い

出しました。そうか，やっぱりこういうこと，

やっていたんですね。

この行動は，NSの発音を繰り返し模倣して習得

しようとするものであるが，レコードから流れる歌

を理解し，その通りに再現して一緒に歌いたいとい

う，一種の遊び感覚であったと考えられる。さらに，

Aはこの歌の活動に［没頭していた］と記憶してお

り，それは［日常とは異なる時間や空間だったので

はなく，日常的なものだった］という。つまりAは，

軽いフローを日常的に繰り返し経験していたと考え

られる。フローとは「流れ」と訳され，「内発的に動

機づけられた活動に取り組むときの自己の没入感覚

をともなう楽しい経験」である（チクセントミハイ，

1975/2000）。フローの生起条件として，（1）活動の

難しさのレベル（挑戦のレベル）とその活動に取り

組むための行為者の能力のレベルが高次でつりあっ

ていること，（2）活動の瞬間瞬間の目標が明確であ

り，フィードバックが即座に得られること，という

2点があげられている（チクセントミハイ，ナカム

ラ，1990/2003）。Aの歌の活動は，ただ楽しく歌う

ことを目的としており，一見この条件に合わないよ

うにみえるが，詳細な聴き取りからは，この活動の

挑戦のレベルとAの能力のレベルに，高次のバラン

スがあることがわかる。ここで歌われた歌は，日本

の中学生が容易に歌詞の意味を理解できるものでは

ない。しかしAは歌詞の意味理解を追求し，帰国生

徒のクラスメートに質問し，その翻訳に感心したと

語っている。

A： その帰国生徒に，自分の家のアルバムに入っ

ていた映画「野生のエルザ」の主題歌Born 

Freeという歌の意味を相談したことがあり

ます。この freeは，今説明すれば補語なんで

すね。つまり「自由な状態に生まれた」とい

う意味です。文法的には，たぶんSVCのSの

無い形VCです。これを「自由に生まれた」と

訳すと，「Born freely」みたいになって，タイ

トルと合いません。しかし当時，補語という

概念がなく，この freeを何と訳せばいいかも

わかりませんでした。邦訳はなく，「ボーン・

フリー」でした。それでこの訳を相談したら，

「生まれながらにして自由」と答えてくれま

した。これはすごいと感心しました。こうい

う帰国生徒の存在も刺激になっていたかもし

れません。

このように，Aにとって，「歌詞の意味を理解して

レコードと一緒に歌うこと」が「挑戦的で刺激的な

目標」となり，「リズムを合わせて歌うこと」が「活

動の瞬間瞬間の目標」となり，「一緒に歌えたこと」

が「即座（同時）のフィードバック」となり，フロー

が生起したと考えることが可能である。このフロー

体験がAの非NS志向の獲得に影響した可能性につ

いて，4．5．で再度検討する。

さらに，Aはこの活動を通して，歌の歌詞から

様々な言語や文化の違いを発見する。

A：外国語への敬意ですが，例えばDanny boyの2

番に，And if you fall，as all the flowers are dy-

ing.とあるんですが，これは，「どんな花も死

ぬように，もしあなたが散ったら」ですね。ふ

つうは「花が散る」で「人が死ぬ」なのに，そ

れを逆にしている，これはすごい，英語はこ

んなことができるんだ！って思いました。し

かもこの部分は，1番の歌詞の，The summer’s 

gone. And all the roses are falling.の fallingを

受けてるんです。こういうような小さな体験

がたくさんあって，日本語にはない英語の世

界の魅力をもっと知りたいと思うようになっ

ていたのだと思います。

またAは，同じメロディによって表現可能な歌詞

の情報量についても，日本語と英語に大きな差を感
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じたという経験を，「春の日の花と輝く」の歌詞を取

り上げて説明する。

A： 「ひまわりの日をば恋うごととこしえに思わ

ん」の元の歌詞は As the sunflower turns on 

her God when he sets / The same look which 

she turned when he rose.です。これは，「ひ

まわりは彼女の神が沈むときに顔をそちらに

向ける。ちょうど彼（太陽）がのぼるときに彼

（太陽）を見たのと同じように。」で，この歌詞

は，この訳より深い意味を持っています。ど

うしてこうなるかですが，それは，英語でも

日本語でも，歌では音符一つに一音節をのせ

るからです。ですから，ドレミファソラシド

というメロディに「友達」という意味を乗せ

るなら，「と・も・だ・ち・と・も・だ・ち」

と「友達」が2回言えます。しかし英語だと違

います。英語の friendは一音節ですから，ド

レミファソラシドには，「friend friend friend 

friend friend friend friend friend」と8回言える

ので，情報量は4倍です。こういうことも，

私はすごいと思うんです。もちろん開音節構

造の日本語だからこその魅力的な歌もありま

す。しかし歌に載せられる情報量では，英語

にかなわないのではないかと思うのです6。

Aはこのように，日本語にはない英語の表現力に

感心して興味を持ち，それが異文化に対する敬意を

抱くことにつながった。ただし，同時にAは［日本の

ことばが優れている面も当然あります。ですから，

これは敗北感じゃないのです。英語って素晴らしい

なあっていう，外国語を享受する感覚なんです。］と

感じており，異文化に対して，それを崇拝したり，

恐怖や劣等感を感じたりすることはなかった。

6　Aは，「行かないで」（松井五郎作詞・玉置浩二作曲）
の日本語歌詞とその中国語（広東語）版「李香欄」の歌詞
（周礼茂作詞）との違いを例として，中国語でも日本語
より情報量の多い歌詞になると述べており，この点につ
いて英語だけに卓越性があるわけではないと認識して
いる。

3．3．青年後期における，構造を理解する意識的な

学習

高校入学後，熱血的な教師の厳しい指導を受け，

Aの英語学習は，それまでの無意識的で無意図的な

楽しむ活動から，構造を理解する意識的で意図的な

学習へと変化する。

A： 英語に対する私の姿勢を変えたのは，高校で

す。高校でF先生という非常にきびしい先生

に出会いました。おもいっきり生徒をぶん殴

る先生です。【中略】その先生の大変厳しい英

語の授業で，それまでのように楽しんで自然

に覚えていたことをもっと文法的にきちんと

理解しなければならないというふうに感じま

した。

またAは，Aの高校で非常勤教員として英語を教

えていた言語学専攻の大学院生 Iから，授業以外に

も熱心で細やかな個別指導を受け，その指導で Iの

研究への熱い情熱が語られたことに感化を受けて，

研究者を志すことを決めた。Iはその後研究者とな

り，国立大学教員として英語の語源に関する著書も

出版していることから，この Iによる指導が，英語

の語源や構造理解への知的好奇心を高めた背景にあ

るとも考えられる。下記は，Iの了解を得てAから提

供された，インタビューから約17年前に，人を通

して偶然 Iの現状を知ったAが，27年ぶりに Iに送っ

た，現況報告と感謝のEメールの文面の一部であ

る。そこにも，Aが英語を探求的に理解しようとし

ていたことが表れている。

A： 先生は特に「問題を出して添削してやるから

ノートを用意しろ」と言って下さって，毎回

ひとつくらいずつ英作文の課題を出して下さ

り，それをやって職員室に持っていくと，細

かく添削してご指導下さり，次の課題を出し

て下さいました。

その後も，Aは英語だけでなく，日本語を話す時

も優れた話し手であろうと，正確で豊かな言葉を使

う努力を続けた。それは，例えば以下のような，Aが
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指導する大学院生にあてて送ったメールの文面など

からうかがえる。

A： 論文冒頭の「著者は」という書き方は間違っ

ています。「著者」とは，3人称の呼称であり，

「自分の書いた文章の中で自分を指す一人称

の呼称」としては「著者」は使えず，「筆者」

を使わなければなりません。このことについ

て，どっちでもいいのだ（交換可能だ）とか，

「著者」が自分を指すことばだという人がい

ます。しかしこれはおかしいです。例えば，

「著者名」「共著者」「筆頭著者」「論文著者」「著

者紹介」「著者割引」とは言いますが「筆者名」

「共筆者」「筆頭筆者」「論文筆者」「筆者紹介」

「筆者割引」とは決して言いませんよね？で

すからつまり，「筆者」と「著者」は交換可能

ではないのです。その上で，これらの熟語の

中の「著者」はすべて3人称ですね。ですから

「著者」を1人称には使えないのです。

以上のように，高校での英語学習に端を発して，

Aは言葉の構造の正確さを重視する姿勢を養い，以

降それを，英語に対してだけでなく，日本語に対し

ても実践していく。

3．4．社会経験や様々なリソースによる省察

Aは大学院を卒業して研究者となり，国内外の

様々な場面で英語を使った仕事の経験を重ねてい

く。その社会経験を通して，周囲の人が話す言葉を，

好感の持てる話し方とそうでない話し方とで比較し

たり，読書によって自らの体験の言語化を通じて省

察を行ったりしながら，自分自身の発話をモニタリ

ングして分析するようになる。

A： （きちんとした英語を使うということは）例

えば中国で働いていたときの通訳の中の大変

好感の持てる話し方の人とそうでない人との

自然な比較から出てきたものでもあると思い

ます。また，それより前の，脇山怜という人

の書いた『英語表現のトレーニング―ポラ

イト・イングリッシュのすすめ』という本の

影響かもしれません。ここに，日本人はいく

ら英語が上手になっても，決してYesのかわ

りにYah などと言ってはいけないと書いてあ

りました。これはたしかにそうだなあと思い

ましたし，Yah っていうような感じになりそ

うになってる自分に冷水を浴びせられたよう

な気がしました。こんなふうに，第二言語へ

の謙虚さみたいなものが必要だと思ってい

て，その後，中国で体験したんだったか，中

国での体験をこの本が言語化してくれたん

だったか。そんな感じでした。

また，Aは，自分が習得していた英語の表現につ

いて，NSから［クラシックな表現］であると指摘さ

れた際，その妥当性を確認し，［だったらこれでい

い］と，自分の志向に基づいて，主体的に選択を

行っている。

A： 格式張った英語の方がいいと思っていること

のたぶん，もう一つの背景は，もともと私は

英語の歌から英語の表現をピックアップして

いたので，歌に出てくる古い表現を知って

いて，それを使って感心されたりした経験

があることかもしれません。例えば，Sound 

of Musicにマリアの歌う I have Confidence と

いう歌があり，歌詞に，I have confidence in 

me. とあります。私は「自信がある」という

のをそう言うのだと思っていました。それ

で，会話やメールで「自信が無い」というと

きに，I have no confidence in me.と言うと，

「あなたはなかなかクラシックな表現を使う」

と驚かれました。「今はそう言いませんか？」

と聴くと，「今はまず，I’m confident. I’m not 

confident.と言う」と言われました。それで，

「おかしいですか？」とたずねると，「おかし

くはない。クラシックに響くだけだ。」と言わ

れたので，だったらこれでいい，と思ってそ

れを使っているんです。もちろん今は I’m not 

confident.も使いますが，あえてクラシック
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な表現を使うこともあります。

その他にも，Aは，周囲から聞く話や，テレビ番

組での出演者の態度などからも情報を得て，少しず

つ言葉に対する自分の方針を確立していく。

A： 以前の勤務地で我が家の隣に住んでいた，

ニューヨークから来た大学の講師が，私には

大変英語が上手にきこえた大橋巨泉の英語

を「ひどい英語だ」と言っていたことも心に

残っているのかもしれません。

また，お笑いタレントのウド鈴木は，出演する旅

番組で，出会う相手には老若を問わず敬語で話すと

いう。この時の彼は，見知らぬ土地，ある意味で「異

文化」におり，相手を問わず丁寧に接し，異文化に

対する敬意を表現していると，Aはみている。Aは彼

のそのような態度を［この方針でいい］と評価し，自

分の言葉に対する姿勢を確認している。

A： その番組でウド鈴木が，旅で出会う相手に

は，相手が小学生でも幼稚園児でも敬語で話

すんです。いちど，同じ事務所の若手が，彼

が敬語でなく話すのは事務所の後輩である自

分たちだけで，それ以外は誰にでも敬語を

使っていると言っていました。 それで，私

はこの方針でいいのだと思うのです。芸能人

で有名になると飲食店や観光地で会った相手

に，タメ口あるいは上から目線で話す人がい

ますが，それっておかしいですよね。ふつう

は初対面の人にタメ口で話しません。ウド鈴

木は，旅番組でそこに行くのですから，その

地の人を尊重していると感じられ，大変好感

がもてます。

以上のような社会経験や，様々なリソースから得

た情報の分析によって，Aは，相手を問わず，丁寧

で改まった英語を使うことを心がけるようになる。

A： ようするに私はやっぱり，言葉だけじゃな

く，相手の文化とか，歴史とか，そういうも

のへの敬意と自分に対する謙遜が，第二言語

を話すときの根底にあるべきなのじゃない

かってことが言いたいのだと思うのです。

以上，Aの英語習得に関する，少年期から現在ま

でのライフストーリーを概観した。これを以下にま

とめる。Aは，少年期の英語話者との接触から，英

語でのコミュニケーションに対する持続的な淡い動

機づけを得た。また，青年前期のフロー経験として

の歌の活動から，日本語と英語の言語と文化の差異

を発見し，異文化に対する敬意を抱いた。そして，

青年後期の学習によって構造を重視する姿勢を学

び，社会経験やその他の情報の分析から，改まりと

丁寧さの表出を心がけるようになった。

4．非NS志向に基づく第二言語習得

本章では，Aによる非NS志向の学習を特徴づけ

ることを試みる。議論を先取りし，その4つの特徴

を以下に記す。また，その分析過程を示す例とし

て，SCATのワークシートからAの非NS志向に直接

関わる部分を抜粋し，付表に示す。なお，付表は抜

粋であることから，表内の発話番号は連続していな

い。

（1）第二言語でのキャラクタを意図的に設定して

演出し，それを省察する。

（2）第二言語の文化に敬意を持ち，改まりと丁寧

さを重視する。

（3）言語に関わらず言葉を大切に，言葉の成り立

ちを意識して，構造を正確に使用する。

（4）伝えたいメッセージを明確に持つ。

以下，Aによる非NS志向の学習の4つの特徴につ

いて，各節で論じる。

4．1．第二言語におけるキャラクタの意図的な演出

とその省察

Aの示す「キャラクタ」は，日本語と英語の間で

微妙に異なっているが，Aはそれを意図的に表現し，

それが適切に聞き手に伝わっているかを確認してい

る。Aによると，Aは英語で「温厚かつ重厚でユー

モアのある紳士」キャラを表現すべく，低速で低め
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の声の話し方により「温厚さ」「重厚さ」を意図的に

表している。これに対して日本語は，発話速度が速

く，ピッチも高く，声質も異なるという。内田，中

畝（2004）によると，ある程度ゆっくりとした発話速

度は，速い発話速度よりも，「温和さ」「寛大さ」「親

切さ」といった「協調性」を感じさせ，ピッチの高い

声は「話し好き」「陽気な」「外向的」といった「外交

性」を感じさせるという。今井田（2006， p. 13）は，

「日本では，高い声は「女性らしい」とか「丁寧であ

る」など肯定的に解釈されることが多い」が「欧米で

は音程の高い声は「子供っぽい」，「未熟だ」，「精神

的に不安定」などと否定的な印象を与えることがあ

る」と述べている。つまり，声が示す人物像の受け

取られ方は，文化によって異なり，例えば，上記の

「外交性」は状況によっては，軽口で浅薄な印象を与

える可能性がある。Aは［落ち着いて思慮深く厚み

のある人格を示そう］として，様々な情報から英語

の声を方略的に選択し，ゆっくりとした低めの落ち

着いた声で「温厚さ」「親しみやすさ」「重厚さ」を表

現し，意図したキャラクタを表現することができた

といえる。

また，Aは英語では［ユーモアのセンスを示そう］

と意図して，日本語では言わないようなジョークを

積極的に言うことにつとめ，ユーモアのあるキャラ

クタであろうとしている。この表現は，英語圏に滞

在中も，NSを含む周囲の人々に適切に伝わり，周囲

の英語話者と良好な関係を築くのに貢献し，Aは自

分の希望どおりの人物評を得ることができたと感じ

ている。つまりAによると，Aの英語での意図的な

キャラクタ獲得は，成功したといえる。このことは，

2．2．で述べたように，A自身による語りからだけで

なく，FGによっても，検討する機会を得た。FGの

分析の結果，参加者には，英語で話すAが日本語で

話すAよりも［内気そう］［ユーモラス］［フランク］

であるというような，人物像の微妙な変化が感じら

れていた。つまり，聞き手によって度合いは異な

るが，Aのキャラクタは日英間で変化しており，FG

の参加者にとって，Aは，日本語では説得性を重視

して聞き手に強く訴えかける「威厳のある熱い教育

者」キャラ，英語では了解性を重視して聞き手に寄

り添う「親しみやすくユーモアのある対話者」キャ

ラであった。「親しみやすくユーモアのある対話者」

キャラは，A自身が英語で意図的に表現する「温厚

かつ重厚でユーモアのある紳士」キャラとある程度

重なっていることから，Aによる意図的なキャラク

タの表現は，ほぼ成功していると考えることができ

る。

なお，Dörnyei（2009）は，第二言語を使う理想の

自己像を具体的にイメージできる学習者ほど，動機

づけが高いと述べている。また山元（2013，2017）

は，第二言語学習者が目標言語で獲得するキャラク

タが，かれらの多様な（時に過酷な）背景や強い信条

に基づいており，学習の根源ともなっている可能性

を示唆している。これらの先行研究からは，Aが主

体的に英語でのキャラクタを獲得しようとしたこと

が，その学習の高い動機づけにも貢献してきた可能

性があると考えられる。

このように，第二言語での自分のキャラクタを意

識することは，少なくともAの事例においては，有

効に機能している。そして，その過程で重要なこと

は，そのキャラクタを，NSの闇雲な模倣ではなく，

NNSとしての適切性を重視して，自分の表現した

い人物像に合わせて，Aが自分自身で作り上げてい

ることである。さらに，Aは，その表現が成功して

いるかどうかを，NSの発言や態度によって確認し

ている。つまりAは，NNSとして第二言語で意図的

にキャラクタを表現し，その機能を常に自らモニタ

リングしている。これはAの非NS志向の学習の大

きな特徴の1つであるといえる。ただしAが獲得し

た「温厚かつ重厚でユーモアのある紳士」キャラは，

「ゆっくりと」「低い声で」「ジョークを言う」といっ

た特徴にも表れているように，A自身が想定する英

語話者コミュニティにおける規範に沿って形成され

ている可能性がある。しかし，NS志向が，例えば

アメリカ人であれば「積極的」「社交的」「自信家」と

いった，自分が接触したキャラクタを無選別に取り
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込むのに対し，Aは，次節以降で述べる言語態度や，

大学教授という職業などから，「温厚」「重厚」「ユー

モアがある」という，より多くの文化で好意的に評

価される可能性の高いキャラクタを選定し，高汎用

なキャラクタを作りあげた。このような，自らキャ

ラクタを形成してそれを省察しようとする態度を，

たとえそこにNSのキャラクタが参照されたとして

も，「NS志向と異なる」という点から，本稿では非

NS志向の特徴の一つとして捉える。

なお，Aのキャラクタは，声のピッチ，話す速度

やユーモアのみで表現されているわけではない。丁

寧さ，改まり，構造的正確さ，メッセージの明確性

の重視といった，Aの志向により，語彙や文法，話

す内容が選択され，それら全てがAのキャラクタを

形成しているといえる。これらの志向について，次

節以降で検討する。

4．2．第二言語の文化に対する敬意に基づく丁寧さ

と改まりの重視

Aは，［第二言語を話すときは，それが自分にとっ

て第二言語であるという認識と，その言語が話され

る文化への敬意と謙虚な姿勢とを持つことが必要］

であると考え，英語を話す時には，相手を問わず，

丁寧さと改まりを重視している。この話し方は，当

然のことながら，Aの英語のキャラクタの「丁寧さ」

「温厚さ」等の表現にも貢献している。

Aのこのような態度の背景には，青年前期に英語

の歌を歌う活動によって，日本語と英語の言葉と文

化の違いを発見し，自己の文化と異なる事象に感銘

を受けたという経験がある。ただし，Aは，その対

象を崇拝したり，恐怖心を抱いたり，自己の文化を

卑下したりせず，［英語って素晴らしいなあってい

う，外国語を享受する感覚］を味わった。心理学で

は，羨望はしばしば対象を理想と捉えそれに近づく

ために自己を変革するという同一視（identification）

となる（細辻，1980；など）とされるが，Aは異文化

に対して［日本語にはない英語の世界の魅力をもっ

と知りたい］と感じており，羨望ではなく好奇心と

知的関心とを抱いた。そして，［ダメだこりゃ，絶対

負ける！！なんて感じながらそれを楽しんでいたの

ですねぇ］と感じ，日本語の文化が英語の文化にか

なわない一面があることを認めながら，同時に［日

本のことばが優れている面も当然あります。ですか

ら，これは敗北感じゃないのです］と考え，自己の

文化も正当に評価している。このように，AはNSの

文化に敬意を抱きつつも，自己の文化を卑下するこ

となく，NNSとして，丁寧さと改まりを重視するよ

うになったと考えられる。

A： （英語を使う時に心がけていることは）でき

るだけきちんとした英語を使うことです。相

手が若い人であろうとなかろうと，オーソ

ドックスでオーセンティックな英語を使うと

いうことです。私は，通常より格式張りすぎ

ておかしい表現になってしまうことは，通常

よりカジュアルすぎて失礼な表現になってし

まうことよりずっといいと思っています。第

二言語を話すときは，それが自分にとって第

二言語であり，それに対する敬意を持たなけ

ればならないという謙虚な姿勢で話すべきだ

と思っています。

クラッカワー（2009）は，くだけた表現を「本格的

な英語」であると勘違いして陥りがちな日本人によ

る誤りとその危険性を多数紹介している。Aは［通

常より格式張りすぎておかしい表現になってしまう

こと］つまり適切な親しみや気軽さを表現できない

ことは覚悟して受け入れ，［自分は第二言語話者と

して，どこでも使えることばなんて獲得できないん

だから，「どこで使ってもおかしくないことば」では

なく，「どこで使っても失礼になることのないこと

ば」を使おう］と，どんな場でも失礼にならない言葉

の習得を選択し，目標言語の話者と丁寧で友好的な

関係性を築くことができた。このAの姿勢は，くだ

けた表現のための適切な文脈を学ぶという「文化的

負荷」（鳥飼，2011）も軽減したと考えられる。またA

のケースでは，そのような態度を貫くことで，その
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キャラクタの丁寧さ，温厚さ，品格などを表現する

ことができており，それが聞き手に好印象を与える

ことにつながり，FGでは「親しみやすさ」も感じさ

せていたことも示唆されている。

4．3．何語であるかを問わない，構造的正確さの重

視

第二言語の用法には気を付けても，母語について

はそれほど注意しておらず，間違いに気づかないま

ま使用してしまっていた経験があるという人は，筆

者を含め，少なくないのではないだろうか7。これに

対してAは，日本語でも言葉を大切にし，その構造

を正しく使い，常に優れた使い手であろうとしてい

る。この，一見当たり前に感じられるが，実際は疎

かにされることがある「何語であるかを問わず，言

葉を大切にすること」が，Aのキャラクタに大きな

影響を与えている。Aは，このような，言葉に対す

る自身の方針に影響を与えた［好きな話］として，以

下のエピソードを挙げた。

A： この人（Aの知人の元外交官）から聴いた話

で最も印象的なものがあります。それは，「外

国語の上手な外交官の中でも，飛び抜けて外

国語が上手な人というのがいる」というお話

でした。【中略】（それは）じつにシンプルで，

かつ，私にとって，きわめて説得性のあるも

のでした。それは，「日本語の上手な人です」

でした。私はそれにひどく得心したので，そ

れ以上何もたずねなかったと記憶していま

す。

Ａは，指導学生らに対しても，正しい日本語を使

うよう日頃から注意している。例えば，「USBメモ

リー」のことを，「メモリー」を取って「USB」と略

して使うことを，［ことばの成り立ちみたいなこと

に対する感受性が機能するべき］ところに機能して

7　実際に，インターネット上にはそのような日本
語の典型的な誤りを正すサイトが，数多くみられる
（Uchimura，2017；など）

いない状態であるとし，その感受性が育まれないの

は［ことばの成り立ちを意識してことばを使用して

いない］ことが原因であると述べている。

A： 最近，「USBメモリー」を「USB」って略す

人が多いですね。テレビ番組などでも皆そう

言っています。【中略】しかし，そういうこと

をしないのが，ことばを大切にするってこと

ですよね。その時に，ことばの成り立ちみた

いなことに対する感受性が機能するべきだと

思うんですよね。「USBメモリー」の「メモ

リー」を取っても平気かどうかは，「USBメ

モリー」ということばを使っているときに，

「USBメモリとは「USBインタフェースを

用いる外部メモリー」なんだ」という意識を

持っているかどうかによるのではないかと思

うのです。そういう意識を持っていれば，「メ

モリー」は簡単に取れないと思うのです。そ

もそも「USB」はインターフェースの名称で，

「メモリー」がその機能なのですから，略すな

ら「USB」の方で，「メモリー」を残すべきで

す。同様に最近，「ICレコーダ」を「IC」と略

す人たちがいて驚いたのですが，これも，「IC

レコーダとは「ICを利用して記録するレコー

ダ（録音機）」なんだ」と認識しながら使えば，

そんな略し方はできず，略すなら「IC」の方

で，「レコーダ」を残すべきです。ようするに，

このようなことばの使い方をする人は，こと

ばの成り立ちを意識してことばを使っていな

いのだと言えるのではないかと思うのです。

そして，言葉の成り立ちを意識して言葉を使う能

力は，話すことよりも，書くことで養われると，Ａ

は考えている。

A： 人間には人の真似をして話す機能が備わって

いるからこそ，母語を話せるようになるし，

ある土地で暮らせばその土地のことばも話せ

るようになるのだと思うのですが，その機能

が，いいかげんなことばまで吸収させ，それ

を話させるようになるのだと思います。しか
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し，人間はことばで考えるのだから，ことば

をきちんと使えなければきちんと考えること

ができないはずです。そしてその時の「考え

る」とは，書くことなのだと思います。

この記述には，不適切な言葉を吸収してそのまま

使うべきではないという，Aの目標言語の吸収に対

する警戒感が表れている。Aは，言葉を書くことに

よって，構造を明確にし，正確に使用するトレーニ

ングを続けた。このトレーニングによって培われ

た，言葉に対する姿勢は，質的研究者というAの現

在の職業にも，いかされている。

A： 質的研究を指導する時に，しばしば「なかな

か概念が創れない」と相談されるのですが，

それに対しては「日常的に体験を言語化する

姿勢を身につける必要がある」と言います。

でも，より根本的には，普段，ことばの成り

立ちを意識してことばを使っている必要があ

るのかもしれません。概念を創る力のために

重要なのは，普段，自分が使っていることば

の成り立ちをどれくらい味わってそのことば

を使っているかということなのではないかと

最近は思います。

上記のようにAは，英語だけではなく，日本語の

優れた使い手でありたいと願い，言葉の構造の正し

さを尊重し，書くことで日々それを鍛錬している。

このことは，NSが使う言葉を真似することへの警

戒心にもつながり，A自身が構造的に正しいと信頼

できる言葉を選択する背景になっていると考えられ

る。そして，Aの事例からは，このような構造重視

の英語の発話が，Aのキャラクタの「重厚さ」の演出

にも貢献しており，Aが希望する人物評を得ること

に寄与している可能性も示唆された。

4．4．主体的なメッセ―ジの明確性の重視

一般的に，第二言語では「どう話すか」に気を取ら

れて「何を話すか」が疎かにされてしまうことがあ

る。形式のみを重視して教えてきた従来の言語教育

への反省を踏まえ，近年になってようやく，内容を

重視した言語教育が広まりつつあることも，その表

れであるといえるだろう。これに対してAは，「どう

話すか」以前に，まず「何を話すか」が重要であると

考えている。

A： 戸田奈津子って映画の字幕の翻訳家がいます

ね。あの人は，映画スターのセレブなどが来

ると記者会見の通訳もしますが，少なくとも

英語を話すのは，そんなに上手じゃないです

ね。で，あの人がセレブと一緒にいるところ

に，（日本の）雑誌社やテレビ局から若いイン

タビュアーが来るのだそうです。そのインタ

ビューを聞いていると，その若い人たちが英

語がすごく上手で，たぶん，外国で育ってい

る人だと思うんですが，うらやましくなるそ

うです。しかし，その人たちが帰っていくと

スターが，「あいつは一体何を聞きに来たん

だ！」って怒っているのだそうです。要する

に，そういう人たちのインタビューでは，「日

本のファンに言いたいことは何ですか？」と

か「好きな女性／男性のタイプは？」など，あ

りきたりなことばかり聞くわけですよね。映

画俳優は，本当に真剣に，【中略】考えに考え

て演じ，語るべきことがたくさんあるのに，

それを聞きに来るのではなく，そんなばかな

ことを聞きに来るんだったら来る意味がない

ではないか！ということですね。本来なら，

セレブにインタビューできる貴重な機会を得

た人は，相手を「うーん」とうならせるよう

な質問をしようと考えて，調べに調べて行く

わけでしょう。それを何か，形式的な薄っぺ

らい質問をして帰っていくから，英語がいく

ら上手でも，全く中身がないわけですね。特

に，英語が上手だと，上手であることで満足

してしまって，その上手な英語で何を言うか

何を聴くかということに力が注がれない傾向

があるのかもしれません。

Aはまた，研究者としての立場で講演を行う際に
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は，［話し手が主体をかけて，命をかけて，相手に伝

え，それを深く受け止めてほしいというようなメッ

セージ］を伝えようとしており，それに対する聞き

手からの反応を，以下のように感じている。

A： 英語はそれほど上手でなくても，相手と話が

噛み合っていて「それを聴きたい」と感じる

ようなことを話すなら，相手は身を乗り出し

て聴いてくれると感じています。英語話者と

いうのは，英語が第二言語である不完全な英

語話者に日常的に触れていますから，むしろ

完璧でない英語に慣れているのかもしれませ

ん。

Aは，不完全な英語でも，聞き手が［身を乗り出し

て聴いてくれる］と感じた経験から，聞き手が関心

を持って聞いてくれるかどうかは，話し手がNSで

あるかNNSであるかを問わず，メッセージの明確

性によると考えている。このような経験は，NNSと

して目標言語を話す際の自信を与え，Aの非NS志向

の学習の背景の一つとなったと考えられる。

4．5．非NS志向に基づく第二言語習得とは

Aによる非NS志向の学習の特徴を以下に再掲す

る。

（1）第二言語でのキャラクタを意図的に設定して

演出し，それを省察する。

（2）第二言語の文化に敬意を持ち，改まりと丁寧

さを重視する。

（3）言語に関わらず言葉を大切に，言葉の成り立

ちを意識して構造を正確に使用する。

（4）伝えたいメッセージを明確に持つ。

自分が望むキャラクタを外国語で適切に表現する

ことは容易ではない。第二言語でのキャラクタは， 

NSをモデルとして，NSによって話される目標言語

の大量のインプットとアウトプットを通して獲得さ

れることが多い（山元，2013，2017）。しかし，この

インプットとアウトプットはNS志向に基づいてい

ることも多く，NSの闇雲な模倣によって，意図し

ないキャラクタを獲得してしまうこともある。そし

て，その学習の過程において，獲得されたキャラク

タがNSに与える印象を，学習者が客観視している

ことは少ない。そもそも，NSが，常に状況に最適で

正しい言葉を使う訳ではない。我々は，NSとして自

分の言葉が完璧ではないことを知っているにも関わ

らず，第二言語ではつい，慎重に考慮することなく

NSを模倣し，ゆらぎのある言葉を取り入れ，無意図

的にそれを表出してしまいがちである。そして，そ

れらの言葉は，第二言語で何らかのキャラクタを暗

に表すことがあるが，NNSが言葉とキャラクタの結

びつきの全てを直観的に把握することは，非常に困

難である（宿利他，2015；など）。これに対してAの

事例では，NSとの接触経験や英語の歌などのイン

プットから習得された発音や表現などが，そのまま

モデルになりキャラクタを構成するのではなく，一

語一語の語源や文の構造が分析され，社会性が精査

され，キャラクタが適切に演出されている。

またAにとって異文化は，畏怖して敬意を抱き，

丁寧に接するべき対象であり，理解できないことを

卑下したり，同化したりするべき対象ではない。そ

して，NNSとしてすべきことは，まずは伝えたい

メッセージを明確に持ち，何語であるかを問わずに

正確な構造で言葉を使用し，第二言語の文化に最大

限の敬意と改まりを表現しながら，自分がNSに見

せたいキャラクタを意図的に表現し，それを省察す

ることであった。Aのこのような事例からは，非NS

志向による言語習得が存在し，それによって適切な

キャラクタが獲得可能で，無用な力みやストレスや

劣等感を感じることなく，NSを含む他者と良好な

関係性を構築することが可能であることが示唆され

るといえるだろう。さらに，4．1．で述べたFGから

は，Aの話す英語には，日本人にしばしばみられる

［「わたしは行けるわ」みたいな］［テンションあげ

て］［力入ってる］といったような力みがなく自然体

であり，それが一部のFG参加者に［変わらない］印

象を与えていたことがわかった。この自然さも，A

の英語力だけでなく，Aの非NS志向によるものでも
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あると考えられる。

ここで，Aが非NS志向を持つに至った背景を，A

のライフストーリーに分け入り，少し踏み込んで検

討してみたい。まず3．1．で述べたように，Aは少年

期に英語話者と接触した際，丁寧で友好的な扱いを

受けた。ここでの接触が丁寧で友好的で，英語が話

せないことに屈辱や劣等感を感じることがなかった

ことが，Aの異文化に対する，崇拝や恐怖ではなく，

敬意につながったと考えられるかもしれない。対人

関係において，親密化可能性はその形成初期に決定

する〈関係性の初期分化現象（early differentiation of 

relatedness〉とされる（Berg & Clark，1986；など）

が，このことは異文化に対する態度にも適応可能で

あるといえるのではないだろうか。もしこの接触に

おいてAが，英語話者たちからあざ笑われるような

経験をしていれば，その後のAの学習は全く異なる

ものになった可能性も考えられる。このことは，幼

少期における異文化接触のあり方を検討する際に示

唆を与えるだろう8。次に，Aのライフストーリーに

は，英語学習において日本人が感じがちな劣等感や

学習の苦悩といった否定的な要素がなく，好奇心と

活動の楽しさそのものを動機とし，主体的に学習す

る姿が描かれている。Aは英語の歌のフロー体験を

通して文法を習得するだけではなく，英語と日本語

の間の異なりに興味を持ち，それが異文化に対する

畏敬の念や，何語であるかを問わない言葉自体への

敬意を抱くことにつながった可能性がある。フロー

体験は外国語学習においても起こり得る（Egbert，

2003），「自己効力感（Self-efficacy）にともなう楽し

い経験」であり，日常生活における生きがいや充実

8　これに先だって，Aは東京で教会に附属する幼稚園
に通っており，その牧師館に家族で住んでいたアメリ
カ人牧師から英語を習っていたとの家族からの情報を
持っている。ただしA自身は，そこで日本人女性に英語
を習った記憶のみを有しているため，家族との電話によ
る確認を経ても，依然としてあいまいであり，分析の根
拠とすることができない。しかしこれが事実だとする
と，これも英語話者との丁寧で友好的な接触と位置づけ
られる。

感と密接な関係を持つとされる（浅川，1999）。さら

に，Bandura（1997）は，自己効力感が高い者は価値

観や信念など自分自身の基準や自己評価によって行

動を調整する自己調整能力が高いと指摘している。

Aが独自の志向を保持し，独自のキャラクタを主体

的に獲得し得た背景には，フロー体験に代表される

ような，好奇心に動機づけられた楽しむ学習と，そ

れと相まって高められた自己効力感があるという可

能性も考えられる。このようにしてAの人生の少年

期と青年前期という多感な時期に培われた素地は，

その後の学習や社会経験を通して耕され，それがA

の非NS志向を形成したと考察することが，可能で

はないだろうか。

5．まとめと今後の課題

本稿では，Aのライフストーリーの分析から，非

NS志向の第二言語習得の特徴を検討した。その際，

日本語と英語でAのキャラクタが変わるという現象

に着目したことから，その変化の背景にあるAの志

向を論じることができた。つまり，第二言語の発話

だけをみていても捉えられなかった学習の実態が，

第一言語との比較によって，見えてきたといえる。

それは例えば，水だけを見るより，水が凍るとき

（凝固），氷が解けるとき（融解），水蒸気になるとき

（気化）などをみれば，水の本質がより深く理解でき

ることに似ている。Aが第二言語で示した特徴ある

キャラクタを第一言語のそれと比較し，その変化を

みることが，キャラクタが獲得された過程の詳細な

検討につながり，Aの非NS志向の学習の実態が少な

からず見えてきたといえる。

そしてAのキャラクタの背景にあるのは，本稿で

一貫して述べてきたように，Aが，決して，NSに近

づくことを目指して，いいかえれば闇雲にNSのよ

うに話そうとするのではなく，あくまでNNSとし

て適切な話者でありたいという強い志向を保持し，

「適切なNNS」という，ある意味で新規でオリジナ

ルなモデルを自ら構成しながら学習を進めてきたこ
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とである。定延（2011）は「或ることばを習うとは，

そのことばのくさみの世界に入ることである。つり

込まれてくささに慣れ，鈍化し，「ふつう」になれる

かどうかが，ことばの習得のカギとも言える。」と述

べているが，Aはそこで敢えてあまり「つり込まれ

ない」ようにしている。筆者は，Aのように「温厚か

つ重厚でユーモアのある」英語を話す必要があると

主張したいわけではない。しかしこれまでの研究を

通して，第二言語学習者は，例えばAのように，自

分が目指す明確な話者像と確固とした言語態度を持

つことで，かれらの人生にとって最適なキャラクタ

を創出して獲得し，ストレスや劣等感を感じること

なく，より快適に学習を進めることができる可能性

があると考えるに至っている。今日のNS志向によ

る，とにかくNSのように話したいと願いながら成

される第二言語学習の現状を見れば，Aの姿勢は示

唆に富んでおり，むしろA自身が英語学習の一つの

モデルになり得る可能性があるのではないかとさえ

考えられる。

しかしながら，1章でも述べたとおり，本研究は非

NS志向に基づく第二言語習得のための処方的知見

を示すものではなく，まずそのような志向を有する

学習者を理解するための記述的知見を得ることを目

的としている。EFL環境で英語を学んだAと，生活

者として日本で日本語を学ぶ学習者とでは，「ネイ

ティブらしく話すことを目指さない」志向でも，大

きく異なることが予想される。今後，Aと類似する，

または対極的な志向を持つ多様な第二言語学習者に

ついて，同様な研究が続けられることで，徐々に，

第二言語習得の多様性が把握されるとともに，共通

性や普遍性が明らかになることで，多様な教育現場

で応用可能な非NS志向の第二言語習得理論が構築

されていくものと考えている。本研究がその一端を

担うことができれば幸いである。

なお，1章でも述べた通り，筆者自身も子供のころ

からNS志向を持っており，それから解放されたつ

もりでいたが，実は，部分的にではあるが，未だと

らわれていたことに，本研究を通して気がついた。

このように，一度身に付いてしまった志向を変える

のは容易なことではない。だからこそ，小学校から

の英語教育が義務づけられようとしている今，非

NS志向に基づいた第二言語習得理論の構築が緊急

の課題であると感じている。
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付表．SCATによる分析の過程（Aによる非NS志向の第二言語習得の特徴）
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Abstract

Native-speakerism is still prevalent in second language education fields, despite efforts to 

eradicate its presence in the sphere of academic research. However, exploring and eluci-

dating NON-Native-speakerism oriented language learning is the aim of this paper, quali-

tatively analyzing an extended example of one English language learner’s life story. This 

learner has always maintained a consistent attitude of being an “appropriate speaker as 

a non-native speaker.” Chronicling the subject’s learning environment and socio-cultural 

development from early childhood to the present, we explore how this environment and 

development affected and formed his character. “Character” is a conceptual term as de-

fined below: any verbal or behavioral expression to show “what kind of person you are.” 

The results of the qualitative analysis and following reflections are summarized and de-

scribed in four discernible features: (1) intentional performance and reflection of “charac-

ter” in the second language; (2) respect for second language culture and emphasis placed 

upon formality and politeness in the language studied; (3) correct and thoughtful use of 

structure of the language, regardless of whether it is the first or the second language; and 

(4) emphasis on clarity of message.
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